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 どこのサテライト？クイズ  11

写真をヒントにサテライトを当ててみてね！

屋外には横尾忠則による陶板壁画が

　【記入要項】クイズの『 サテライト名 』、氏名、住所、電話番号、広報紙でんくうへのご意見・ご感想
　【応募資格】でんくう総合案内所まで当選賞品を受取りに来館いただける方
　【締切り】１２/２０日必着。発表は当選者へ直接ご連絡します。
　【応募方法】　①ハガキ②メールまたは③直接でんくう総合案内所へ 。案内カウンターに応募用紙があります。
　【応募先】　①〒677-0022 西脇市寺内天神池 517-1　北はりま田園空間博物館　ニュースでんくうクイズ係
　　　　　　　②メール：qu i z @ k - d e n k u . c om
　　　★１１月号のクイズの答えは３P を見てね！

◆クイズに応募しよう！

※ サテライトとは、北はりま田園空間博物館に
　登録されている見どころです。
　「まるごとガイド」やホームページにすべて
　掲載されています。

写真の北はりまのサテライトはどこでしょう？

答えと必要事項を明記して、ご応募ください。
正解者の中から抽選で１名様にクイズのサテライト
提供の豪華賞品をプレゼントします！

店内の様子食欲をさそう 甘～い醤油の香り

おいしそう！

食欲をさそう 甘～い醤油の香り

おいしそう！



サテライトセミナー　　inでんくう体験学習室
　12日　特産品開発の喜びと苦悩・将来への展望と課題

　14日　リンゴ狩りと百日鶏のバーベキューの旅

2010年

  11  月　　　　　
こんなこと やりました！　 でんくうの活動

　まずは、かみ特産品クラブが、加工場『特産開発セ
ンター』の誕生からと特産品開発について発表された。
なかでも「おふくろの味」を詰め込んだ「とりめしの
具」は加美区らしい特産品としてロングヒット商品に。
新製品「和風コラーゲンスープ」は加美区特産の百日
鶏や野菜などを使い開発したもので、そのコラーゲン
効果はぜひお試しいただきたい。
　ＪＡみのり特産開発センターは黒田庄和牛の他に消
費者の要望に応じた加工品として黒田庄和牛の冷凍コ
ロッケや和牛カレーを販売している。すべての部位を
無駄なく使いきる加工品として冷凍保存を活用して、
すき焼き丼、牛丼にも挑戦してきたいと思っている。
　最後は「日替わりシェフのレストラン」の梅吉亭で
ランチを提供し７年目を迎えた。料理で自分を表現す
る隠れた人材の活躍やコミュニケーションの場を目指
し活動している。お客様とのふれあいで元気づけられ

　最初の目的地、足立醸造株式会社へ。醤油の良い香りのなか、
普段は見ることのできない貴重な木桶や仕込み途中の醤油を見
学。大切に使用されている吉野杉で作られた木桶や職人技に関
心。醤油や味噌を買い、バスはハーモニーパークへ。山裾を彩
る美しい紅葉に感激。昼食は百日鶏と加美区の新鮮野菜を炭火
で焼くバーベキュー。「お肉が柔らかく、野菜が甘くておいしい」
と大評判。昼食後は、園内でりんご狩りを体験。『ふじ』と『王
林』の甘さ比べも楽しい。千ヶ峰TAiYAKi宮崎のたい焼きを
おみやげにツアーを終えた。

　23日　こんぴらさんまいり

　「こんぴらさんになると雪が降る」と言われ
ているように少し肌寒い時雨ぎみのお天気。
昨夜の風で紅葉のじゅうたんができ、北播磨
余暇村公園では「きれーい」の声があちこち
で聞かれた。金刀比羅さんは往時のにぎわい
はないものの地域外からのお参りや露店も多
く、オートバイショーもあり賑わいをみせた。
富くじで運だめ
し。量興寺では
銀杏の金色じゅ
うたんがしかれ、
それを手ですく
って空にまくと
キラキラと舞っ
た。

ながら料理を作る喜びは自信につながっている。今
後も周辺の旧来住家住宅や情報未来館との共同企画
やランチバイキング、イベント参加など、多くの声援・
支援を励みに活動していく。課題は新たなシェフの
発掘、駐車場の確保などだ。
　食に関わることとでもあり、発表者・参加者とも
に女性が多く活気あるセミナーとなった。
　

対外活動
スケジュール

  3日　西脇市こみせん比也野に　でんくるクン出張
11日　鳥取東部土地改良事推進協議会25名視察受入　でんくう総合案内所
20・21日　にしわき産業フェスタ＆農業祭　でんくるクン登場11月

広域交流バスツアー 日本一長い散歩道を歩こう 30
in中区

40名出席

37名参加38名参加

in加美



でんくう各部からのお知らせ

【総務部】
・上半期決算は順調な活動が行われたことを反映
した結果が出ました。一方来年度の事業計画を各
部で検討していただく時期です。意欲的な計画、
活動の展開を期待します。

【サテライト部】
・サテライトセミナー「特産品開発の喜びと苦悩・
将来への展望と課題②」は 2/18( 金 )19：00 ～で
んくう体験学習室で、あさひ屋、エアレーベン八
千代、ジェラテリアふれっしゅあぐり館の発表で
す。
・巡回ツアー「味噌作り体験とラベンダーのブー
ケ作り」は 2/27( 日 ) 三宮発⇒西神中央⇒でんく
う→農村婦人の家 ( 味噌作り )＆量興寺→農村婦人
の家で昼食（ココロン那珂の弁当）→思い出荘でラ
ベンダーファームのブーケ作り→ふるさと工房夢
蔵→でんくう→帰路。参加費は 3,500 円で、昨年
仕込んだ味噌 1㎏のみやげ付き。

【広報部】
・１２月の情報コーナーショーケース展示はツク
ダ酒店です。こだわりの地元産の日本酒などの紹
介です。
・会員対象のサテライト訪問は 12/7( 火 )13:30 ～
えき益ゆうきでたこ焼きや黒っこマザーズの巻き
寿司をつまみながら駅談義です。1/10( 祝 )9：00
～清水の西宮神社ゑびす祭 +春蘭荘です。
・でんくうマップ（A2版四つ折り）の 23 年度版、
サテライト紹介に掲載するサテライト残り数件を
募集しています。掲載料は 3,000 円、1万部発行、
カラー刷りで受付中です。
【特産品部】
・年末感謝祭・豚汁の振舞いは 12/19( 日 )10:00
～ 300 食なくなるまで、無料です。同時につきた
て餅の販売も行われます。
・１/17( 月・臨時休館日 ) の研修バスツアーは、
すでに満席になりキャンセル待ちです。

【事務局】
年末 30 日 ( 木 ) は 17 時で閉館、新年 3日開館、
4日 ( 火 ) は臨時開館です。

１1月号 『どこのサテライト？クイズ』 の答え
わたしたちの小さな美術館

○ 西脇市岡之山美術館 西脇市上比延町345-1　TEL: 23-6223

ホームページ：http://www.nishiwaki-cs.or.jp/okanoyama-museum/

　のんびり走る 1 両編成のワンマン電車。車窓には
田舎の田園風景が流れてゆく。ＪＲ加古川線「日本の
へそ公園駅」を降りると、加古川のせせらぎが聞こ
えてくる程のどかな中に佇むのは「日本の真ん中に
ある美術館」だ。日本の標準時間を定める東経 135
度のラインと日本の南北の中央を横切る北緯 35 度
の交点にあたる「日本のへそ公園」に位置する西脇
市岡之山美術館は、1984 年に地元出身の磯崎新氏設
計の元に完成した。同じく西脇市出身の美術家、グ
ラフィックデザイナーである横尾忠則氏の作品を企
画展示し、その功績を伝承するための大切な「蔵」
でもある。

　館内は、列車のように長い部屋が並ぶ閑静白い壁
の本館ギャラリーと両腕を広げるように瞑想室・ア
トリエからなるユニークな造りだ。ここでは地元で
活動する作家の作品をシリーズで展示紹介している。
　でんくう会員参加で行われたサテライト訪問では、
２年に１回開催される「全国公募西脇市サムホール展」
の公募作品の中から入賞11点と入選200点が展示さ
れており、その迫力に引き込まれてしまった。作品
のサイズは 22.7cm×15.8cm に厚み 10cm 以内と小さ
いが、その種類は 211 通りの力作揃いだ。出品者は
16歳から80代の方まで幅広く、アートの世界で年齢
は関係ないらしい。作品に込められた熱意とパワー
は小さいからこそより強く、観る者に強く訴えかける。
自分の意識の一部をサムホールに詰め込んで、２年後、
公募してみるのもいいかもしれない。

★クイズ正解者へのプレゼントは  …
　「通年入場券」でした。　
おめでとうございました！



NPO法人北はりま田園空間博物館は 道の駅 北はりまエコミュージアムの
収益を活動資金にしています。

特定非営利活動法人 〒677-0022　兵庫県西脇市寺内天神池517-1
北はりま田園空間博物館 (でんくう )総合案内所
　(道の駅 北はりまエコミュージアム）

◆火曜定休 (祝日の場合は翌日 )9時～ 18時
　TEL　0795-25-2370　　　FAX　0795-22-2123
　URL　http://www.k-denku.com
　E-mail　jk@k-denku.com

12月のでんくう自主企画12月のでんくう自主企画
★お問合せ・お申込みは でんくう総合案内所まで

時　間：13時～ 16 時　　　場　所：でんくう総合案内所体験教室
参加費：200円　事前申込み不要。当日受付は 15 時まで

季刊紙 冬の見てみてガイド＆イベントカレンダー12月に掲載以外の情報です。
詳細・最新情報はでんくうホームページをご覧ください。

日(曜日)　開始時間　　　　イベント名　　　　　　　開催場所　　　　　　内容　　　　　◆問合せ先℡ 市外局番は 0795 (開催地と違う場合の名前）

12月の サテライト イベント ＆ 地域情報　

～11(土)10時～　アトリエシリーズ　西脇市美術協会会員展vol.2　西脇市上比延町 西脇市岡之山美術館　アトリエのみ無料　◆23-6223
4(土)9時半～　やちよ百姓くらぶのしめなわづくり　多可町八千代区大屋 池田邸　参加費:￥500(ひと組)　要申込　◆　37-1619(池田)　

区中町可多　」葉ち落「 め染木草の季四　～時01)土(4  なか・やちよの森公園湖畔の広場　講師:小西康博氏　参加費:￥500　要予約　◆30-0050　
4(土)11時～　コヤノ美術館西脇館開館　西脇市市原町　入館料大人800円　毎土日開館　◆06-6358-7555

10(金)13時半～　らららコーラス♪　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　第2・4金曜開催（～2月）　1回￥500　◆28-5120
12(日)8時～　えき益ゆうき 駅前の朝市　西脇市黒田庄町岡 JR黒田庄駅前広場　新鮮野菜・黒っ子巻きなど販売　毎月第2・4日曜　◆28-5880
12(日)13時半～　おせち料理を作ろう　多可町加美区 ラベンダーパーク多可　参加費:￥1,000　◆36-1616
12(日)～25(土)10時～　アトリエシリーズ　 西脇市美術協会会員展vol.3　西脇市上比延町  西脇市岡之山美術館　アトリエのみ無料　◆23-6223
26(日)13時半～　ガーデンコンサート＆音楽紙芝居　西脇市黒田庄町 東はりまフォルクスガーデン黒田庄　◆28-5120

11日(土) …①
18日(土) …②

体験教室

　　　　　　　　　　　　　　時　間：10時～
　　　　　　　　　　　　　　場　所：でんくう総合案内所周辺
　　　　　　地元新鮮野菜たっぷりの豚汁 300 食を用意
　　　　　　先着順です！
　　　　　　※同時につきたて餅の販売もあります。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　

19日(日)
年末感謝祭 豚汁の振舞い

しめなわづくり

1/4 (火)
予告予告

時間：10時～　場所：でんくう総合案内所  体験学習室
参加費：100円　事前申込み不要。（材料が無くなり次第終了）

　体験教室

干支のキーホルダーづくり

ぜんざいの

　振舞いあ
ります！

2011年

  1  月 17 日（月） は臨時休館いたします。

（2回）

◆ でんくう総合案内所 休館 のお知らせ ◆

　新年は 3 日(月)より、翌4日(火)は臨時開館
17（月）、18（火）と連休となり、ご迷惑をおかけしますが
よろしくお願いいたします。

30日は17時まで開館

12 月 31 日(金)  ～ 1 月 2 日(日)  は
　年末年始休館 いたします。

2011年

よろしく
ね！


